
◆9 月 3 日（土）統一論題・自由論題・院生セッション・震災セッション・物流共同化セッション（会場：産業能率大学・自由が丘キャンパス） 

 第 1 会場（統一論題・自由論題） 
7401 教室 

第 2 会場（自由論題） 
7402 教室 

第 3 会場（自由論題） 
7403 教室 

第 4 会場（院生セッション） 
7404 教室 

第 5 会場（震災セッション） 
7405 教室 

9:30-10:00 

「サプライチェーン全体から見た

事業継続計画の実効性検証」 

 

古字朗人(NKSJ リスクマネジメン

ト(株)) 

秋川卓也(日本大学) 

“Fuzzy Time Series System 
for Forecasting Retailer’s 

Real Demand” 
 

Achmad RIADI (Tokyo 
University of Marine Science 

and Technology） 
Saburo TSURUTA (Tokyo 

University of Marine Science 
and Technology） 

Hisayuki KUROKAWA(Tokyo 
University of Marine Science 

and Technology） 

西濃運輸研究助成 

「専門高校におけるＣＳＲ 

レポートとＮＩＥを 

活用した物流教育」 

 

浅井勝巳(同志社大学大学院)

服部文彦(同志社大学大学院)

「ＳＣＭがもたらす競争優位性

について」 

 

齋藤典晃(明治大学大学院) 

「東京都市圏物資流動調査を用いた

災害時における緊急的に流通可能な

生活関連物資の供給量の推計方法に

関する研究」 

 

清水真人((株)日本能率協会総合研

究所) 

石川友保(福島大学大学院） 

10:00-10:30 

「物流の経済影響度とトータル・ロ

ジスティクス・コスト（TLC）の重

要性について」 

 

 

藤原利久((財）国際東アジア研究セ

ンター) 

「新物流サービスモデルのた

めの革新要因考察」 
 

洪 承麟(中源大学) 

「物流教育による物流新イメ

ージの創出可能性に関する 

研究」 

 

小川智由(明治大学) 

菊池一夫(明治大学) 

庄司真人(高千穂大学) 

西濃運輸研究助成 

「物流まちづくりの方向性に 

関する一考察」 

 

 

戸田千速(東京大学大学院) 

「モノマネジメントシステムによる

サプライチェーンリスクへの対応」 

 

高井英造(モノプラス(株)) 

山本裕之(モノプラス(株)) 

10:30-11:00 

「これからの物流センター長の役

割～「戦略的物流センター長」への

進化を提言する～」 

 

菊田一郎、木曾三郎、黒田昭隆、児

崎豊満、寺田智代司、野澤良彬、真

島良雄、柳橋裕正 

(いずれも物流センター長研究会) 

「Customer Order Metrics に

よる SCM プロセスの最適化」 

 

長坂悦敬（甲南大学） 

金恩慶（甲南大学） 

「企業における物流人財 

育成に関する一考察」 

 

浜崎章洋（大阪産業大学） 

「中国経済発展と交通機能の 

実証分析」 

 

潘 鵬(大阪産業大学大学院） 

「我が国港湾政策の現状と課題につ

いての一考察（２）」 

 

長谷川雅行（（株）日通総合研究所） 



11:00-11:30 

「西濃運輸(株)のロジスティクス

戦略:岐阜物流センターを中心に」

 

金恵珍(大阪経済法科大学) 

「日系物流企業のアジアに 

おけるマーケティング戦略 

構築の再認識－T・レビットの

のマーケティング視点の発想

を念頭に－」 

 

町田一兵(明治大学) 

「SCM 教育のための仮想学習

プログラム」 

 

秋川卓也(日本大学) 

 

「ピースピッキングにおける作

業改善に関する研究」 

 

柯晟劼(東京海洋大学大学院) 

田村優(東京海洋大学海洋工学

部) 

黒川久幸、鶴田三郎(東京海洋大

学) 

「グローバル視点での資材調達リス

クを如何にマネージするか」 

 

上原修(特定非営利活動法人 日本サ

プライマネジメント協会TM) 

11:30-12:45 
    

昼 食 

 第 1 会場（自由論題） 第 2 会場（自由論題） 第 3 会場（自由論題） 第4会場（院生セッション） 
第 5 会場（震災セッション・物流共

同化セッション） 

12:45-13:15 

「物的供給領域表の再検討 

―第 27 回全国大会論題を事例と 

して―」 

 

武内章((株)危機管理工学研究所) 

 

「世界銀行の『国際物流効率性

指標』と世界経済フォーラムの

『国際競争力指標』の比較に 

基づく二つの指標の特性に 

関する研究」 

 

権五京(東京海洋大学) 

苦瀬博仁（東京海洋大学） 

「学習モデルから見た 3PL 事

業の人材育成に関する考察」

 

大下剛(ヤマトロジスティク

ス(株)) 

秋川卓也(日本大学) 

「中国医薬品流通における 

ロジスティクス・マネジメント

の重要性」 

 

金艶華(神奈川大学大学院) 

「石油業界は大震災に 

どう対応したか」 

 

荒川憲一(防衛大学校) 

13:15-13:45 

「高速道路料金の割引がモーダル

シフトに与えた影響」 

 

永岩健一郎(広島商船高等専門学

校) 

松尾俊彦(東海大学) 

「韓国における海運税制に 

関する研究」 

 

李志明(流通科学大学) 

「流通業者のプライベート・

ブランドに関する考察」 

 

庄司真人(高千穂大学) 

小川智由(明治大学) 

「販売物流における VMI の 

適用に関する検討」 

 

李君(流通経済大学大学院) 

増田悦夫(流通経済大学) 

 

「共同配送・物流構築に関する一考

察」 

 

荻原克郎(JUKI) 
柳橋裕正(物流共同化研究会) 

13:45-14:15 

西濃運輸研究助成 

「荷主企業の環境報告における 

物流の取組み」 

 

長岡正(札幌学院大学) 

豊澄智己(広島修道大学) 

 

「日系物流事業者の海外進出

における戦略的リレーション

シップ構築の再考について」 

 

伊津野範博((株)日通総合研究

所) 

「最寄品サプライチェーンに

おける在庫水準に関する 

基本的考察」 

 

木島豊希((財)流通経済研究

所) 

「東日本大震災発生後の時間 

経過にともなう救援物資の 

供給実態の変化に関する研究」

 

山田龍敬(東京海洋大学大学院)

苦瀬博仁(東京海洋大学) 

「物流共同化の環境的効果を試算 

する～スナックフード・サービス(株)

の実践事例の分析から～」 

 

永島悟(スナックフード・サービス

(株)) 

一山幸市(スナックフード・サービス

(株)) 

藤田昱也(物流共同化研究会) 

津久井英喜(物流共同化研究会) 



14:15-14:45 

「環境マーケティングの 

ロジスティクス戦略」 

 

九里徳泰(富山県立大学) 

「事業内容からみた地域に 

おける貨物軽自動車運送事業

の展開」 

 

菊地豊((株)STEP) 
土井義夫(朝日大学) 

「加工食品の物流プロセスに

おける品質安全問題に関する

研究」 

 

早川典雄((株)セイノー情報

サービス) 

鶴田三郎(東京海洋大学) 

川島孝夫(東京海洋大学大学

院) 

「シミュレーションを用いた 

生産現場の改善に関する研究」

 

馮馳(東京海洋大学(院)) 

黒川久幸(東京海洋大学) 

「物流共同化の環境的効果を試算 

する～プラネット物流（株）の実践事

例の分析から～」 

 

名古屋和明(プラネット物流(株)) 

中光政(東京経済大学) 

藤田昱也(物流共同化研究会) 

藤原廣三(物流共同化研究会） 

14:45-15:00 
    

休 憩 

 
第 1 会場(自由論題) 第 2 会場(自由論題) 第 3 会場(自由論題) 第 4会場(自由論題) 第 5 会場(物流共同化セッション) 

15:00-15:30 

「新潟地域における鉄道輸送・海上

輸送を活用したロジスティクスの

効率化」 

 

久米秀俊((財)運輸政策研究機構) 

 

  
「EIQ 基本システム設計法」 

 

鈴木震(物流システム・ 

コンサルタント) 

 

「物流共同化の経済効果を試算する

～若松梱包運輸倉庫（株）の実践事例

の分析から～」 

 

若松道行(若松梱包運輸倉庫(株)) 

藤原廣三(物流共同化研究会) 

津久井英喜(物流共同化研究会) 

15:30-16:00 

「CO2排出量を考慮した長距離輸送

経路の選択」 

 

 

若林敬造(日本大学) 

佐藤馨一(北海商科大学) 

藤田祐(産業能率大学) 

  
「燃費 25％改善を実現した電気

冷凍車の展開報告と展望」 

 

櫻井保(電気冷凍車普及会) 

山田勝彦(不二商株式会社) 

 

「物流共同化の経済効果を試算する

～ダイセー倉庫運輸（株）の実践事例

の分析から～」 

 

吉田憲三(ダイセー倉庫運輸(株)) 

藤原廣三(物流共同化研究会) 

武内章((株)危機管理工学研究所) 

16:00-16:30 

「中国『貨運市場』の高度化プロセ

ス：取引コスト理論に基づく一考

察」 

 

李瑞雪(富山大学) 

  
「スコアカードによる企業の物

流力評価と現場力向上方針」 

 

上村聖((株)日本ロジスティク

ス研究所) 

江崎史昭((株)日本ロジスティ

クス研究所) 

「物流共同化研究の系譜～東西の『物

流共同化研究会』の活動を通じて明ら

かになったこと～」 

 

中光政(物流共同化研究会) 

津久井英喜(物流共同化研究会) 

土居靖範(物流共同化研究会) 

藤原廣三(物流共同化研究会) 




